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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 14,593 △19.8 246 △31.7 334 △19.5 231 9.5
21年3月期第3四半期 18,201 ― 361 ― 415 ― 211 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 18.15 ―

21年3月期第3四半期 16.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 13,781 7,113 51.6 556.88
21年3月期 11,816 6,856 58.0 536.76

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,113百万円 21年3月期  6,856百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 4.25 ― 4.25 8.50
22年3月期 ― 4.25 ―

22年3月期 
（予想）

4.25 8.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 19,690 △13.3 340 △14.7 425 △5.1 275 23.6 21.53
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 15,600,000株 21年3月期  15,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,825,759株 21年3月期  2,825,430株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 12,774,834株 21年3月期第3四半期 12,778,004株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な金融不安による景気の後退の
なか、政府の経済刺激策の効果などにより、緩やかながら回復の兆しが見られるものの、不安定な雇用情
勢に加え設備投資の抑制や個人消費の低迷など依然として厳しい状況で推移いたしました。 
 このような状況の下、当社グループは、お客様本位の積極的な営業活動に注力するとともに、新商材の
開発と拡販、変化を先取りした提案型営業活動の推進などにより営業施策の強化に努めてまいりました
が、情報輸送機器関連や日用品関連分野での減産や需要の低迷が大きく影響し、売上高は145億９千３百
万円（前年同期比19.8％減）となりました。  
 また、利益面につきましては、売上総利益率の改善や経費削減に積極的に取り組みましたが、売上高が
減少したことにより営業利益は２億４千６百万円（前年同期比31.7％減）、持分法による投資利益２千４
百万円などがあり経常利益は３億３千４百万円（前年同期比19.5％減）、四半期純利益は売上高の低下に
伴う売上債権の減少及び貸倒引当率の低下等による貸倒引当金の戻入など、特別利益として４千７百万円
を計上した結果２億３千１百万円（前年同期比9.5％増）となりました。 
 事業分野別の売上概況は、次のとおりであります。 
  
＜土木・建材資材関連分野＞ 
土木関連分野では、公共事業や新規建築物件の減少によりセメント・コンクリート二次製品向け混和

材などが減少いたしました。 
 建材資材関連分野では、マンションを含めた住宅着工件数やオフィス・工場向け関連資材など工事物
件減少の影響を受けて減少いたしました。 
 この結果、売上高は50億１千３百万円（前年同期比14.7％減）となりました。 

  
＜情報・輸送機器関連分野＞ 
情報関連分野では、半導体関連は需要に回復気配が見られましたが、ＯＡ機器関連や液晶パネル向け

樹脂などが需要の低迷を受けて減少いたしました。 
 輸送機器関連分野では、二輪車向け電装部品や自動車部品向け樹脂など依然として得意先の生産調整
の影響を受けて大幅に減少いたしました。 
 この結果、売上高は42億４千万円（前年同期比27.9％減）となりました。 

  
＜日用品関連分野＞ 
日用品関連分野では、製靴用途向け樹脂や光学関連向け樹脂などがマーケットの縮小や需要の落込み

の影響を受けて減少いたしました。 
 フィルム関連分野では、食品用及び一般包装用フィルムなどが需要の低迷を受けて減少いたしまし
た。 
 この結果、売上高は21億２千万円（前年同期比25.4％減）となりました。 

  
＜化学工業関連分野＞ 
繊維関連分野では、工業資材用繊維や染色整理業界向け薬剤などが生産調整などの影響を受けて減少

いたしました。 
 その他の化学工業薬品関連分野では、新規商流の拡販による伸長がありましたが、輸出商材や化学工
業薬品などが需要の低迷を受けて減少いたしました。 
 この結果、売上高は32億１千２百万円（前年同期比10.7％減）となりました。 

  

① 資産の部 
流動資産は前連結会計年度末に比べ、22.4％増加し、96億４千６百万円となりました。 

 これは主に、現金及び預金が10億６千万円、受取手形及び売掛金が６億１百万円、有価証券が５千
５百万円増加したことによるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度末に比べ、5.1％増加し、41億３千４百万円となりました。 
 これは主に、投資有価証券が３億６千８百万円増加し、減価償却等に伴い有形固定資産が２千３百
万円減少したことによるものであります。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、16.6％増加し、137億８千１百万円となりまし
た。 

  
② 負債の部 

流動負債は前連結会計年度末に比べ、36.8％増加し、62億９千２百万円となりました。 
 これは主に、支払手形及び買掛金が16億７千万円増加したことによるものであります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べ、4.1％増加し、３億７千４百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、34.4％増加し、66億６千７百万円となりまし
た。 

  
③ 純資産の部 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ、3.7％増加し、71億１千３百万円となりました。 
 これは主に、その他有価証券評価差額金が１億３千３百万円増加したことによるものであります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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④ キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、16億９千

１百万円となり前連結会計年度末に比べ10億６千万円増加いたしました。 
 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、増加した資金は12億８千４百万円（前年同四半期連結累計期間は９億７千３百

万円の増加）となりました。 
 これは主に、税金等調整前四半期純利益３億８千万円、仕入債務の増加16億７千万円の収入に対
し、売上債権の増加６億１百万円、法人税等の支払額１億４千２百万円の支出によるものです。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、減少した資金は１億１千４百万円（前年同四半期連結累計期間は２億９千１百

万円の減少）となりました。 
 これは主に、定期預金払戻しによる収入１億円、投資有価証券の売却による収入５千１百万円の
収入に対し、投資有価証券の取得による支出２億１千８百万円、無形固定資産の取得による支出５
千２百万円によるものであります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、減少した資金は１億８百万円（前年同四半期連結累計期間は１億９百万円の減

少）となりました。 
 これは主に、配当金の支払１億８百万円の支出によるものです。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年10月28日に発表いたしました連結業績予想の
数値を変更しておりません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
１）棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会
計期間末の実地棚卸高を基準として、合理的な方法により算定する方法によっております。 
  

２）固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 
  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
１）税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

① 債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱いの適用 
債権の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い（実務対応報告第26号平成20年12月５日）が公表

されたことに伴い、第１四半期連結会計期間から同実務対応報告を適用し、「その他有価証券」の一
部を「満期保有目的の債券」の区分に変更しております。 
 これに伴う当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,961,022 900,172

受取手形及び売掛金 7,059,120 6,458,120

有価証券 249,220 193,620

商品 319,992 303,369

その他 60,000 57,790

貸倒引当金 △3,035 △31,063

流動資産合計 9,646,320 7,882,008

固定資産   

有形固定資産 823,101 846,639

無形固定資産 52,820 7,862

投資その他の資産   

投資有価証券 3,142,657 2,774,032

その他 194,631 388,540

貸倒引当金 △78,421 △82,198

投資その他の資産合計 3,258,867 3,080,373

固定資産合計 4,134,789 3,934,875

資産合計 13,781,109 11,816,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,079,006 4,408,441

未払法人税等 67,681 60,168

賞与引当金 15,951 53,046

役員賞与引当金 9,000 15,000

その他 120,932 63,201

流動負債合計 6,292,571 4,599,857

固定負債   

退職給付引当金 992 828

役員退職慰労引当金 189,072 176,934

その他 184,778 182,378

固定負債合計 374,842 360,140

負債合計 6,667,413 4,959,998

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,716,600 1,716,600

資本剰余金 1,433,596 1,433,596

利益剰余金 4,393,971 4,270,855

自己株式 △574,312 △574,258

株主資本合計 6,969,855 6,846,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 114,295 △19,452

土地再評価差額金 29,545 29,545

評価・換算差額等合計 143,840 10,093

純資産合計 7,113,695 6,856,885

負債純資産合計 13,781,109 11,816,884
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 18,201,343 14,593,892

売上原価 16,691,308 13,290,376

売上総利益 1,510,034 1,303,515

販売費及び一般管理費 1,148,248 1,056,556

営業利益 361,785 246,959

営業外収益   

受取利息 8,167 14,930

受取配当金 41,582 37,357

持分法による投資利益 － 24,194

仕入割引 7,290 5,404

その他 9,617 11,038

営業外収益合計 66,658 92,924

営業外費用   

たな卸資産処分損 3,451 －

持分法による投資損失 2,612 －

売上割引 6,673 4,764

その他 655 960

営業外費用合計 13,393 5,724

経常利益 415,050 334,159

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,347

ゴルフ会員権売却益 － 8,050

貸倒引当金戻入額 － 31,806

特別利益合計 － 47,204

特別損失   

投資有価証券評価損 31,332 －

固定資産除却損 57 100

ゴルフ会員権評価損 － 725

特別損失合計 31,390 825

税金等調整前四半期純利益 383,660 380,537

法人税、住民税及び事業税 171,887 148,611

法人税等合計 171,887 148,611

四半期純利益 211,772 231,926
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,772,614 5,188,805

売上原価 5,297,298 4,734,847

売上総利益 475,315 453,957

販売費及び一般管理費 386,116 359,686

営業利益 89,199 94,270

営業外収益   

受取利息 3,551 5,636

受取配当金 11,010 10,723

持分法による投資利益 1,723 14,176

仕入割引 2,267 1,587

その他 3,885 3,062

営業外収益合計 22,438 35,186

営業外費用   

たな卸資産処分損 5 －

売上割引 2,242 1,818

その他 309 315

営業外費用合計 2,557 2,134

経常利益 109,080 127,323

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 － 8,050

貸倒引当金戻入額 3,864 △26

特別利益合計 3,864 8,023

特別損失   

固定資産除却損 － 50

ゴルフ会員権評価損 － 725

特別損失合計 － 775

税金等調整前四半期純利益 112,945 134,570

法人税、住民税及び事業税 50,599 49,540

法人税等合計 50,599 49,540

四半期純利益 62,345 85,029
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 383,660 380,537

減価償却費 25,168 35,547

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,323 △31,806

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,340 △37,095

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 252 164

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,802 12,138

前払年金費用の増減額（△は増加） 4,109 973

受取利息及び受取配当金 △49,749 △52,287

持分法による投資損益（△は益） 2,612 △24,194

有形固定資産除却損 57 100

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,347

投資有価証券評価損益（△は益） 31,332 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △8,050

売上債権の増減額（△は増加） △367,618 △601,000

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,869 △16,623

その他の資産の増減額（△は増加） △20,023 △1,712

仕入債務の増減額（△は減少） 1,289,910 1,670,564

その他の負債の増減額（△は減少） 33,254 47,002

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,274 14,334

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

8,640 －

その他 － 206

小計 1,160,247 1,375,452

利息及び配当金の受取額 52,271 51,064

法人税等の支払額 △238,666 △142,013

営業活動によるキャッシュ・フロー 973,852 1,284,503

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △13,717 △4,616

無形固定資産の取得による支出 － △52,400

投資有価証券の取得による支出 △577,311 △218,658

投資有価証券の売却による収入 － 51,311

その他 △200,403 9,399

投資活動によるキャッシュ・フロー △291,432 △114,964

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △1,679 △439

自己株式の売却による収入 351 325

配当金の支払額 △108,414 △108,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,742 △108,689

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 572,676 1,060,850

現金及び現金同等物の期首残高 850,173 630,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,422,850 1,691,022
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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